
土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略（案）のパブリック・コメント実施結果について 

 

１．実施結果 

募 集 期 間 平成 27 年 9 月 7 日（月）～平成 27 年 9 月 28 日（月） 

募 集 方 法 

人口ビジョン及び総合戦略（案）を市のホームページに掲載したほか、本庁舎（政策企画課及び情報公開室）、都和

支所、南支所、上大津支所、新治支所、中央出張所、神立出張所、一中地区公民館、二中地区公民館、三中地区公民館、

四中地区公民館、上大津公民館、六中地区公民館、都和公民館、新治地区公民館に設置し、郵送、ファックス、電子メ

ール、持参のいずれかにより募集を行った。 

意見提出者数   4 名 

意 見 件 数  16 件 

市ホームページ閲覧数 365 件 

 

２．提出された意見とその意見に対する考え方 

意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

１ 

(資料 5、P2)「ＫＰＩ」の注記が、現

在は p.4 に記されているが、p.2 でも使

われている用語であり、注釈も p.2 に

記載すべき。また、一般市民には馴染

みの無い用語であるので、どのような

略語なのか、英文表記も記載しておい

て欲しい。 

・ご意見のとおり、修正いたします。 □修正箇所 

(資料 5、P2)（下部欄外） 

□修正内容 

・注釈を表記する 

・KPI の後ろに（Key Performance 

Indicators）を追記する。 

 

２ 

(資料 5、P7)戦略分野Ⅰの基本施策①

の KPI として「65 歳以上」の就業者

数が挙げられているが、「若者」の就業

者をどう増やすかについての指標設定

も必要である。 

・本戦略では、いわゆる「しごと」についての取り組

み方針を戦略分野Ⅰとして整理しています。 

 ご意見をいただいた基本施策①については、その中

でも特に「多様な」という視点を中心とした整理を

行っており、結果として、一般的な就労世代の範囲

外である「高齢者」を特出しした指標設定や方針整 

変更なし 

資料３ 



意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

２ 

（続き） 
 

 理となっているものです。 

・一方、本市における人口増加や経済活性化のために

は、ご意見をいただいた「若者」の就労についての

取組みも重要なものであると認識しています。 

 同じ戦略分野である基本施策③では、「企業誘致や

起業・創業による新しい雇用力」を生む取組を位置

づけており、市全体での雇用力増大が、ひいては若

者の就労の場の確保にも資するものと考えます。 

・同じ基本施策③では、東京圏の学生等に対して、本  

 市での就職を促進するような取組についても明示し 

 ている所であり、これらの展開を通じて、若者の定 

 着を進めていきたいと考えます。 

 

３ 

(資料 5、P11)戦略分野Ⅱの基本施策①

に掲げられた「ゆとりある環境の創造」

は、大変重要な視点である。宍塚大池

や、小町の里を含む新治地区の優れた

自然環境とのつながりについても、記

載を加えてはどうか。 

・ご意見をいただきました「宍塚大池や小町の里を含

む新治地区の優れた自然環境」をはじめ、市内に点

在する田んぼや畑、平地林や谷津田などは、生態系

を支えるうえでも重要な自然であるとともに、本市

の自然環境を特徴づける重要な資源であると認識し

修正いたします。 

 

□修正箇所 

(資料 5、P11)「■「ゆとり」ある快適

な都市環境の創出」の箇条書き 2 つ目

を修正） 

□修正内容（下線部分を修正・加筆） 

・『良好な風致・景観を備えた自然共生

型の公園・レクリエーションの場の整

備・充実や、貴重な自然環境や谷津田

などの保全により、「憩い」と「潤い」

の場を創出・提供します。』 

４ 

(資料 5、P12)戦略分野Ⅱの基本施策②

に整理されている「地域内のモビリテ

ィ向上」について、特に「地域公共交

通の確保」を望む。高齢者の自立的移 

・市民が住みよい、ひいては市外在住者が住みたいと

思うまちを作っていくためには、公共交通の充実は

極めて大きな要素であると認識しています。 

・ご意見をいただきました「高齢者」の移動手段とし 

変更なし 



意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

４ 

（続き） 

動にも資するものである。 ての役割のみならず、体が不自由な方など、自動車

を運転しない、あるいはできない方にとっての移動

手段としての役割、「通勤・通学」手段としての役割、

自動車に過度に依存しない「地球環境にやさしい交

通」手段としての役割など、公共交通が持つ多面的

な役割を十分に踏まえながら、総合的な観点で維

持・改善を図っていきたいと考えます。 

 

５ 

(資料 5、P12)戦略分野Ⅱの基本施策②

に整理されている「地域医療の充実」

は、本市の大きな特徴である。新土浦

協同病院では、充実した救急医療が構

築されるため、表現を強調できないか。 

・ご意見をいただきました医療環境、特に協同病院等

に代表される救命救急・高度医療については、その

充実度は本市にとっても大きな特徴・強みであると

認識しています。 

・一方で、市民が安心して暮らせるまちとしては、こ

うした救命救急・高度医療だけでなく、いわゆる「か

かりつけ医」と言われる身近な診療機能等も同様に

重要な要素であることから、原案にある表現とさせ

ていただきました。 

変更なし 

６ 

(資料 5、P15・P16)戦略分野Ⅲの基本

施策①や②で整理されている子育て支

援策については、若い世代の流入を促

す観点からも、これをＰＲしていくこ

とも重要である。 

・ご意見をいただきましたように、市として充実した

支援策を構築できたとしても、それを子育て世代の

転入といった「成果」に結び付けていくためには、

こうした支援策を市の内外の方にきちんと認知して

いただくことが重要であると認識しています。 

・これまでの広く市民への周知を目的とした一般的な

「広報」のみならず、本市の活性化に資するような

戦略的な広報活動等については、観光振興などの面

からも重要な取組みであることから、今後一層注力

して進めてまいります。 

変更なし 



意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

６ 

（続き） 

 ・なお、本戦略では、こうした広報活動等の性格・重

要性を踏まえ、戦略分野Ⅱの基本施策③の中で、本

市を広く知ってもらうための活動として、戦略的な

広報・プロモーションの展開を位置づけております。 

 

７ 

(資料 5、P20)戦略分野Ⅳの基本施策①

で「市民主体のまちづくりの推進」が

整理されているが、そのためには「ま

ちづくりの担い手」を育成するとこが

重要であり、他市で取組が見られるよ

うな「担い手づくりのための講座」の

開催等を位置づける必要がある。 

・本戦略では、「担い手」を育成するためにも、まずは

これまで以上に、市民のまちづくりへの参画意欲を

高めること、協働の気運をより幅広く醸成すること

が必要と考え整理したところです。 

・一方で、ご意見のとおり、より一層の市民協働を進

めていくためには、その担い手となる人材の育成も

重要な要素であるものと考え修正いたします。 

 

□修正箇所 

(資料 5、P20)「■市民主体のまちづく

りの推進」の箇条書き 2 つ目を修正） 

□修正内容（下線部分を修正・加筆） 

・『まちづくりを学ぶ機会の提供等によ

る「担い手」づくりを進めるとともに、

市民等が主体となって企画・実施を計

画するまちづくり活動等については、

ハード・ソフトの両面から積極的な支

援を行い、地域コミュニティの再生・

強化を図ります。』 

８ 

(資料 5、P21)戦略分野Ⅳの基本施策②

では、特に中心市街地の活性化と、五

中地区の駅周辺・道路整備の推進に期

待している。いずれも、アクセス整備

が重要である。 

・今後の人口減少社会において、効率性の高いまちづ

くりを進めていくためには、いわゆる「コンパクト

なまちづくり」が必要不可欠と考えております。 

・「コンパクト」なまちを実現させていくためには、そ

の中心となる力強い「核」が必要であり、中心市街

地やＪＲ神立駅、荒川沖駅等の拠点性のある地区に

ついて、機能強化に努めてまいります。 

・ご意見をいただきました「アクセス整備」につきま

しては、引き続き、道路のネットワーク等のアクセ

ス環境の向上などについて、本市の短期的な計画で

ある「３ヵ年事業実施計画」に位置づけ進めてまい

ります。 

変更なし 



 

意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

９ 

各施策の具体策である「主な取組」を、

目立つように大きく記載すべきであ

る。 

・本戦略は、平成 31年度を目標年度とし、その期間に

おいて継続的に持つべきまちづくりの「視点」や「基

本的な考え方」を整理したものです。 

・本戦略は、今後の継続的なＰＤＣＡの中で、必要に

応じて事業の見直し等をはじめとした改善（改訂）

を実施していく予定としております。 

・今後、取組を実施するにあたり、市民に対して、し

っかりＰＲし、周知を図りながら進めてまいりたい

と考えております。 

変更なし 

１０ 

人口の増加が難しい時代に入り、何を

特色として進めるかを強く出すことが

求められる。 

・国の地方創生に対する考え方としても、「地域の特性

に応じた」まち・ひと・しごとの創生と好循環の確

立が示されています。 

・本戦略の策定にあたっては、人口ビジョンの達成の

ために、国等の方針も踏まえ整理したものであり、

一つひとつが独立した戦略ということではなく、

各々が相乗効果を生む中で、目標を実現させていき

たいと考えております。 

・なお、今後の具体的な事業展開、あるいはシティ・

プロモーション等による内外への情報発信をする際

は、本市の特色を強く意識し、周辺地域との差別化

を進めてまいります。 

変更なし 

１１ 

結婚・出産・子育て世代は、インター

ネットでの情報を重視して住居を探す

ことが多いと考える。たとえ市内に仕

事場が無くとも、交通の便が良いこと、 

・市の内外の方に、本市の良い点を「理解・認知」し

てもらい、「興味」を持ってもらい、さらには本市へ

の来訪や転入といった「行動」をとってもらうとい

う一貫した取組を進めていくことが重要と考えます。 

 



 

意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

１１ 

（続き） 

子育て福祉が充実していることなどの

独自性を出すことが望まれる。 

福祉政策はしっかり行われているよう

だが、周知が不十分で、市民でも知ら

ない方が多いのが残念である。 

・そのため、本市のセールスポイントの明確化・強化

はもとより、これを内外に戦略的に情報発信する広

報・プロモーションの展開を図ってまいります。 

変更なし 

１２ 

若い世代の声、古い価値観ではなく新

しいものを取り入れる知恵を持った

方々の声を集めることができるような

委員会運営をお願いします。 

・本戦略の策定にあたっては、多様なご意見を反映で

きるよう、本市と関連の深い方々に、多分野より広

くお集まりいただき検討を行ってまいりました。 

・今後、本戦略に基づきながら様々な個別事業を実施

してまいりますが、継続して幅広く意見をお伺いで

きるように努めてまいります。 

変更なし 

１３ 

・実際の戦略展開の時に行政と市民と

の間に距離ができると、協働が絵空事

になってしまう。 

・無難に物事を進めるのではなく、大

きな柱を 1 つ 2 つ立てて、ここ土浦に

しかないというものを中心に施策づく

りをして欲しい。 

・ご意見をいただきました「行政と市民との協働」に

つきましては、本市の魅力を向上させ、地域の活性

化を進めていくためには欠かせないものと認識して

おり、実際の戦略展開時においては、多様な方々と

共に、知恵を出し合い、共通した目線で行動してい

けるよう努めてまいります。 

・総合戦略の柱につきましては、人口ビジョンの達成

のために必要な視点を、国等の方針も踏まえながら

整理したものであり、一つひとつが独立した戦略と

いうことではなく、各々が相乗効果を生む中で、目

標を実現させていきたいと考えております。 

変更なし 

１４ 

それぞれの戦略に対し施策・事業と盛

り込まれているが、目標達成のための

スケジューリングが不明確である。 

・本戦略の最終的な目標は、本市の人口減少の抑制と、

それに伴う地域活力の維持にあります。これは、な

かなか短期的に実現することが難しい目標でもあり、 

 



 

意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

１４ 

（続き） 

 また、長期的な視点を持って継続的な取組を進めて

いくことが必要なものでもあることから、「人口ビジ

ョン」では 2060年という目標年次を設定いたしまし

た。 

・同様に、各戦略の展開にあたっても、それぞれが

短期的・一過性の取組にとどまってしまうことがな

いよう、戦略として「方針」・「考え方」を明確に定

めるとともに、５年程度の中期的な期間の中で戦略

の検証を継続的に行っていくことができるように、

ＫＰＩを設定したところです。 

・本戦略策定に関わっていただいた有識者会議につい

ても、来年度も継続して開催し、戦略の進捗状況を

踏まえながら、講ずべき施策・事業等について不断

の見直し・改善に取り組んでまいります。 

変更なし 

１５ 

戦略が多すぎて的が絞れていない。「子

育て支援」や「人口減少の克服」は、

当然に行政が取り組むべきテーマであ

り、まちの魅力を創出することで具現

化できるのではないか。 

土浦市は、イベントを実施すれば人が

集まる風土があるが、市役所が駅前に

あるなど、生産性・物販のイメージが

ない。土浦市民の商魂はまだまだ衰え

ていないと思うので、行政によるきっ

かけ創りを期待する。 

・「戦略が多すぎて的が絞れていない」というご意見に

つきましては、人口ビジョンの達成のために必要な

視点を、国等の方針も踏まえながら戦略体系として

整理したものであり、いずれも欠かすことのできな

い取組と考えております。一つひとつが独立した戦

略ということではなく、各々が相乗効果を生む中で、

目標を実現させていきたいと考えます。 

・「土浦市の生産性・物販のイメージ創出のための、

行政によるきっかけづくり」につきましては、市役

所の土浦駅前への移転を 1 つの契機としながら、情

報発信、イベントの開催、新規ビジネスの場の提供 

変更なし 



 

意見 No. 提出された意見 意見に対する考え方 方針の修正内容 

１５ 

（続き） 

 などのほか、地元商店街や商工会議所などとの連携

を強化しながら、賑わいの創出に取り組んでまいり

ます。 

 

１６ 

土浦駅前の活性化について、市民を巻

き込んだ取組を進めてもらいたい。せ

っかく、駅前に市役所が移転してきた

ので、どうしたら交流人口を増加させ

ることができるか、様々な意見を取り

入れながら、新たな取組を提案・実施

して欲しい。 

駅前の活性化案として、新図書館の建

設を、民間を利用し、目玉となるよう

な、観光につながるようなものを作っ

ていただきたい。 

また、市民会館の老朽化も目立ってき

ているため、新館を建設する計画があ

れば、こちらも活性化につながるよう

なものをつくっていただきたい。 

・「土浦駅前の活性化」につきましては、市役所の土

浦駅前の移転を 1 つの契機としながら、市役所と土

浦駅や新設する図書館及びギャラリーをペデストリ

アンデッキで結び、駅前を一体化させることで、人

の流れを増やす仕組みを整えつつ、情報発信、イベ

ントの開催、新規ビジネスの場の提供など、中心市

街地活性化基本計画に基づく各種事業の展開を通じ

て、賑わいの創出に取り組んでまいります。また、

本戦略の戦略分野Ⅰの基本施策②にも整理いたしま

したとおり、霞ヶ浦周辺環境の活用、魅力向上など

にも取り組み、まちの回遊性を高めつつ、交流人口

の増加にも努めてまいります。 

・「新図書館の建設」につきましては、図書館のみなら

ずギャラリーを一体的に整備することで、交流の活

性化に資するものとする計画としております。 

・「市民会館の建て替え」につきましては、昭和 44 年

の竣工以来、46 年が経過しており、長期的な展望に

立った財政運営のもと、ランニングコストを十分に

精査しつつ、整備時期など事業の位置づけにつきま

して検討してまいります。 

変更なし 

 


